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デザート 肉･魚･大豆･卵･牛乳･海藻など 穀類･芋･砂糖･油など 野菜･果物・きのこなど (kcal） （グラム）

やさいサラダ 牛乳・とりにく こめ たまねぎ・にんじん・グリンピース 578 18.6
コンソメスープ ベーコン さとう キャベツ・きゅうり・とうもろこし

サラダ油 えのき 740 23.8

ぶたにくのごまみそいため 牛乳・ぶたにく こめ・さとう たまねぎ・にんじん・さやいんげん 671 32.6
だいこんなます とりにく さといも・もち たけのこ・だいこん・きゅうり

おぞうに 赤みそ・白みそ ごま ほうれんそう・ながねぎ・ゆのす 859 41.7
さけのコーンマヨチーズやき 牛乳・さけ こめ・ごま油 たまねぎ・とうもろこし 683 31.3
キムチあえ チーズ マヨネーズ はくさい・キムチ

えのきのすましじる　プリン とうふ・カットわかめ プリン えのき・にんじん・ねぎ 874 40
あっさりポテトサラダ 牛乳・ぶたにく・ちくわ こめ・じゃがいも にら・しょうが・キャベツ 607 22.8
わかめじる カットわかめ さとう・かたくりこ きゅうり・にんじん・とうもろこし

サラダ油 ねぎ・えのき 777 29.2
ぶりのさいきょうやき 牛乳・ぶり・白みそ・みそ こめ・さといも だいこん・きゅうり・にんじん 659 30.7
だいこんとわかめのおかかあえ カットわかめ・ぶたにく さとう・かたくりこ ごぼう・ねぎ・こんにゃく

のっぺいじる かつおぶし・とうふ 844 39.3
ぶたにくとやさいのチャプチェ 牛乳・ぶたにく こめ・はるさめ・さとう にんにく・にんじん・たまねぎ 621 23.8
キャベツのゆずみそあえ 白みそ・カットわかめ ごま キャベツ・しめじ・もやし

みかん サラダ油・ごま油 みかん・ゆのす 795 30.5
ぶりだいこん 牛乳・ぶり こめ・じゃがいも だいこん・しょうが・はくさい 663 30.1
はくさいのあまずあえ ちくわ さとう・ごま もやし・きゅうり・しめじ・ねぎ

ほしだいこんとじゃがいものみそしる みそ ほしだいこん・ゆのす 849 38.5
おでん 牛乳・あつあげ・ちくわ こめ・じゃがいも だいこん・こんにゃく・こまつな 593 22.7
ツナあえ うずらたまご・こんぶ・ツナ さとう はくさい・にんじん

てづくりひじきふりかけ 干ひじき・けずりぶし ごま きくらげ・ゆのす 759 29.1
とりのからあげ 牛乳・わかめごはんのもと こめ・さとう にんにく・しょうが・ブロッコリー 686 27.5
カリポリサラダ とりにく・とうふ・たまご かたくりこ にんじん・だいこん・とうもろこし

かきたまじる　ヨーグルト ヨーグルト サラダ油・こめ油 えのき・ねぎ 878 35.2
にんにくばいりすきやき 牛乳・ぎゅうにく こめ・さとう しめじ・糸こんにゃく・たまねぎ・はくさい 691 26.8
だいこんサラダ とうふ サラダ油 ねぎ・にんにくば・だいこん・にんじん

ぶどうゼリー きゅうり・レモン汁・ぶどう果汁 884 34.3
とりにくのこうみやき 牛乳・とりにく こめ しょうが・ねぎ・ごぼう・にんじん 616 28.8
ちくぜんに かつおぶし さとう こんにゃく・たけのこ・ほししいたけ

はくさいのおひたし サラダ油 はくさい・もやし 788 36.9
カレーにくじゃが 牛乳 こめ・じゃがいも しょうが・たまねぎ・にんじん 615 22.0
ごまずあえ ぶたにく さとう・ごま つきこんにゃく・もやし

りんご あぶらあげ サラダ油 きゅうり・りんご 787 28.2
しょうがスープ 牛乳・ぶたにく こめ・サラダ油 ほししいたけ・にんにく・ほしだいこん 583 20.8
フルーツゼリー 　　　やきぶた さとう・ごま油 にら・こまつな・にんじん・もやし・しょうが

はくさい・たまねぎ・とうもろこし 746 26.6
すりみのおちゃあげ 牛乳・すりみ こめ・さとう たまねぎ・とうもろこし 582 25.3
のりずあえ ツナ・とうふ・あぶらあげ はくりきこ・ごま ねぎ・きくらげ・はくさい

とうふのみそしる のり・カットわかめ・みそ こめ油 こまつな・にんじん・しめじ 745 32.4
ポークビーンズ 牛乳 コッペパン・サラダ油 にんじん・たまねぎ 517 25.9
キャベツのサラダ だいず オリーブ油・さとう にんにく・キャベツ・きゅうり

ぽんかん ぶたにく とうもろこし・レモン汁・ぽんかん 662 33.2

　　１ 月　　　　こ ん だ て ひ ょ う　　　　　　 いの町立吾北給食センター
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1月24日は、戦争が終わって、給食が再び始まったことを記念してつくられた「給食記念日」です。

給食や、給食にたずさわる人々に感謝する日としています。

吾川郡内の小中学校では、ふだん、それぞれの学校で違う給食をつくっていますが、
この記念日に合わせて、２５日～２９日の３日間、吾川郡内で同じ給食をします。

（食材の準備などの関係で、同じ日には行いません。）

食べ物を育てた人、運んだ人、調理した人。給食を「作る」たくさんの人に、感謝して食べてくださいね。

吾川郡統一献立

小先生リクエスト

中２リクエスト

中学校なし



エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)カルシウム(mg)食物せんい(g)

小学生（中学年） 624 26.0 330 4.4
中学生 760 31.4 359 5.6
標準量(小学校中学年） 650 26.0 350 5g以上

その１：ゆっくり、よくかんで食べよう！
その２：かむことが健康に良いことを知ろう！

2.5
2ｇ未満

１月の栄養価

月平均 食塩相当量(g)

2.0

２５日（月） 中学校 代休

１月分の給食費は・・・

２月１日（月）

に、引き落とします。

残高確認をよろしくお願いいたします。

＜引き落とし金額＞

小学校 ５，０００ 円

中学校 ５，５００ 円

給 食 費 か み か み 献 立

２１日・２５日

よくかんで食べる
メニューの日です！

※ 休止のお知らせ ※

１月に出る吾北の食べもの

≪１月：給食の目標 ≫
「 よくかんで、食べよう！ 」

だいこん はくさい こんにゃく

ほしだいこん ゆのす

２１日 カリポリサラダ

２５日 ちくぜんに


